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※このメールは全国介護事業者連盟会員の方へ配信しております。 

────────────────────────────────── 

・全国介護事業者連盟ホームページ 

 http://kaiziren.or.jp/ 

 

・障害福祉事業部会ホームページ 

 http://shougai.kaiziren.or.jp/ 

 

・介護チャンネル 全国介護事業者連盟公式チャンネルに是非ご登録をお願い致します。 

 https://www.youtube.com/channel/UCD50A6NnDt5Kbj1e3YJMb5Q?view_as=subscriber 

 

・全国介護事業者連盟公式 Facebook ページ 

 https://www.facebook.com/kaiziren 

 

・全国介護事業者連盟公式 twitter 

 https://twitter.com/kaiziren/status/1308658754259308546?s=21 

 

・全国介護事業者連盟公式 instagram 

 https://www.instagram.com/kaiziren/ 

 

・本内容に関するお問い合わせ、およびメールマガジン配信先の追加（法人幹部、各事業所の管理者や職員

などのメールアドレス）を希望される場合こちらまでお願いします。 

 Mail:info@kaiziren.or.jp 

 

_/_/_/_/_/_/_/ ★目次★ ☆彡 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ 

 

・全国介護事業者連盟からのお知らせ 

 

・厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 

 

・介護・障害福祉ニュース 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■      全国介護事業者連盟からのお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県支部長挨拶 
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http://shougai.kaiziren.or.jp/
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皆様こんにちは。令和 4年 4月 1日に発足しました全国介護事業者連盟愛知県支部長に任命されました山本

ゆかりと申します。 

いまだに終息が見えないコロナ禍、海外での戦争等々の中でも、私たちは障がい者、高齢者に必要な支援を

させていただいております。 

 

介護事業者の存在意義は大きく、諸問題の解決と２年後の介護報酬改定に備えて、全国介護事業者連盟が力

を合わせなければならないと思います。 

 

私は豊橋市の南部にあります福祉村さわらびグループの一員です。 

よろしくお願い致します。 

 

山本ゆかり 

社会福祉さわらび会 専務理事 

医療法人さわらび会 副理事長 

特別養護老人ホーム 第二さわらび荘施設長 

愛知県社会福祉協議会 理事 

愛知県認知症グループホーム連絡協議会会長 

元全国老人福祉施設協議会 副会長 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆「岡山県支部 設立総会・記念講演」を開催いたします（2022年 7月 19日）。 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/okayama220719/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆広島県支部および障害福祉事業部会 北海道支部を設立いたしました（2022 年 6月 10日）。 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/press20220614.pdf 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆厚生労働省『令和４年度介護事業実態調査（介護事業経営概況調査）』における協力のお願い 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/keieijitutaityousa20220603.pdf 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆2024 年度/介護保険制度・介護報酬改定の動向～無料オンラインセミナー～ 

主催：株式会社ＥＭシステムズ 

日時：7月 27日（水）16：00～17:00 

講師：一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長 斉藤正行 

・お申し込みはこちらからお願いいたします 

https://zoom.us/webinar/register/WN_Cl2Xs2stTuib7X6ogkEZ8w 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆日本デイサービス協会コラム 

https://pf.japandayservice.com/columns/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆日本デイサービス協会会員向け月１勉強会 

【座談会】デイサービス経営の人・物・金リアルぶっちゃけトーク会 ～2024 年報酬改定・LIFE対応、人材

採用はどうしている？しくじり話も聞いてみたい～ 

日 時：7月 26日（火）15時～16時 30分 

場 所：東京ビッグサイト 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2022/okayama220719/
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/press20220614.pdf
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/keieijitutaityousa20220603.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_Cl2Xs2stTuib7X6ogkEZ8w
https://pf.japandayservice.com/columns/


主 催：高齢者住宅新聞社 

出演者：株式会社スターコンサルティンググループ 糠谷和弘 代表取締役・DSセルリア株式会社 北村直

也 代表取締役社長・ベストリハ株式会社 渡邉仁 代表取締役 

    Body Pioneer株式会社 河合眞哉 代表取締役 

ファシリテーター：合同会社 TY パートナーズ 筒井祐智 代表 

参加費：無料 

・お申し込みはこちらからお願いいたします 

https://pf.japandayservice.com/seminar/seminar-2076/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル 

徹底解説 老人ホームの職員配置３：１は見直されるのか？ 

https://www.youtube.com/watch?v=XHDZXkwPjUw 

 

科学的介護情報システム『LIFE』フィードバックデータ ついに進化 有効活用できるかを検証 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ-MpHIwXmk 

 

骨太方針 2022 閣議決定 介護・社会保障政策の政府方針を解説 

https://www.youtube.com/watch?v=vuwfoeNSO08&t=15s 

 

介護・障害福祉現場が絶対知っておくべき政治のお話し 

https://www.youtube.com/watch?v=n0RNiIN26BM&t=71s 

 

経営概況調査 介護報酬改定に最も影響を及ぼす収支差率の仕組み 

https://www.youtube.com/watch?v=xY51qHAam7w 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【全国介護事業者連盟動向】 

６月１３日 広島県支部幹事会の開催（オンライン） 

６月１４日 全国介護事業者政治連盟役員会の開催（東京都 オンライン） 

６月１５日 福岡県支部・熊本県支部・鹿児島県支部設立総会・セミナーの開催（福岡県 熊本県 鹿児島

県 オンライン） 

６月１６日 関西支部・大阪府支部・兵庫県支部幹事会の開催（大阪府 オンライン） 

６月１７日 東北支部幹事会の開催（オンライン） 

６月２０日 障害福祉事業部会 役員会の開催（オンライン） 

６月２０日 第 2回介護人材の円滑な確保検討部会の開催（東京都 オンライン） 

６月２２日 東京都支部主催 『知ってましたか！？ 介護事業に役立つ東京都の助成金・補助金の活用セミ

ナー』の開催（オンライン） 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

社会保障審議会障害者部会（第 132 回） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html 
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障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しについて 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000107941_00002.html 

 

高齢の障害者に対する支援等について 

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000824397.pdf 

 

介護保険最新情報 vol.1082（介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースア

ップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000953603.pdf 

 

介護保険最新情報 vol.1081（令和４年度介護事業実態調査（介護事業経営概況調査）への協力依頼につい

て） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000948547.pdf 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■       介護・障害福祉ニュース 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

トリプル改定まであと２年 介護現場の課題と取り組むべきことを探るー前編ー 

https://www.fuyo-mediwel-support.jp/cms_source/data/info/detail/000190.html 

 

障害福祉サービス報酬でもアウトカム評価を拡充？ 厚労省「検討していく」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-06-15-2.html 

 

障害者 GHの定義変更へ 単身生活支援で法改正、委員からは疑問の声も 

https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/27703 

 

障害者の情報アクセスや意思疎通支援を強化 厚労省が報告書案 

https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/27667 

 

訪問介護の生活援助従事者研修、実施は 17道県にとどまる 厚労省 取り組み推進を呼びかけ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-06-23.html 

 

【斉藤正行】物価高騰に苦しむ介護現場に支援を！ 「どの産業も大変」という説明は納得できない 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-06-21-2.html 

 

介護職のベースアップ加算、計画書の様式を通知 厚労省 処遇改善加算と一本化 提出は 8月末に 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-06-21.html 

 

総合事業の訪問介護・通所介護、住民主体サービスの実施市町村は 2割に満たず 厚労省調査 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-06-13-2.html 

 

国が介護事業所の経営状況の調査を実施中 通知で協力を呼びかけ 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-06-09.html 
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指定申請や報酬請求、電子申請に 25年度までに措置 規制改革実行計画 

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=11&NCODE=744 

 

介護事業所 管理者常駐規制緩和へ デジタル臨調 規制見直しプラン決定 

https://r18.smp.ne.jp/u/No/13433575/AGqBHh44Jf90_15383/433575_220610005.html 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■   賛助会員広告【クックデリ株式会社】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【高齢者・障害者施設に特化したお食事のご案内】 

 

クックデリは高齢者・障害者施設に特化したお食事のトータルサービスです。 

完全調理済み冷凍食品を献立にして、毎日 96,000 食を施設様にお届けしております。 

 

商品が届いたら、解凍しお皿に盛り付けるだけ！ 

調理が簡単で、いつでもだれでも美味しさの変わらないお食事を提供できるから、 

利用者様にも安心してお召し上がりいただけます。 

 

こんなことでお困りではないですか？ 

・調理スタッフの人手不足 

・今のお食事の評価が低い、マンネリ 

・感染症や災害時の対策がない 

 

施設のお食事にお困りの際は、一度クックデリにご相談を！ 

必ず解決いたします！ 

 

施設でできる無料試食会も随時開催中。 

弊社 HP よりお気軽にお問合せくださいませ。 

https://www.cookdeli.com/ 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■    編集後記 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

大手メディアもサ高住の正式名称を誤表記～制度の制度の理解促進に向け積極的なアピールを～ 

 

先日、訪問介護事業所が、サービス付き高齢者向け住宅入居者への虐待で処分を受けました。 

このニュースの中で複数メディアが「サービス付き高齢者住宅」と誤表記をしていました。 

また、ニュースに関するネット上のコメントでも「サ高住は 24 時間介護が受けられる」「軽度者向けで、重

度者の入居は不可能」など誤りが数多くありました。 

サ高住ができて 11 年ですが、消費者の認識は不十分です。ネットでコメントした人も「自分が知っているサ

高住」について語っているだけと思われます。 

こうした消費者の認識不足は、物件選びの際のミスマッチだけでなく、消費者の誤解が原因での物件・運営

会社への誹謗中傷などのトラブルにつながる可能性があります。 

自社や物件のアピールはどこも熱心なのに比べ、制度についてのアピールは少ない気がします。これはサ高

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=11&NCODE=744
https://r18.smp.ne.jp/u/No/13433575/AGqBHh44Jf90_15383/433575_220610005.html
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住に限らず、どの介護サービスも同様です。 

制度・サービスの理解が進むことが、結果的に利用者増につながるのではないでしょうか。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【配信元】 

一般社団法人全国介護事業者連盟 

http://kaiziren.or.jp/ 

〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-1-4西脇ビル 4階 

TEL：03－5215－5063 FAX：03－5215－5064 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

掲載内容の無断転載・再配布は固く禁じます。 

 

配信不要の方はこちらにご連絡ください 

info@kaiziren.or.jp 

 

http://kaiziren.or.jp/
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